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セキュリティ

セキュリティについて
いろいろなセキュリティ機能で、本機や本機内のデータを守ります。
. 次の機能は、操作用暗証番号で守られています。操作用暗証番号の取り扱いには十分注意してください。
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使用禁止／制限

本機の使用を禁止／制限する
本機の使用を禁止する
他人が本機を操作できないようにします。
（キー操作ロック）
設定できる内容は、次のとおりです。
自動

画面が自動消灯したときや、
クローズポジションにするた
びに自動的にキー操作ロック
が設定されます。

即時

設定操作のあと、すぐにキー
操作ロックが設定されます。
（一時解除すると、キー操作
ロックは「Off」となります。）

設定操作のあと、すぐにはキー
操作ロックは設定されません。
一度電源を切って、再度電源
電源On時
を入れたときに設定されます。
（操作用暗証番号入力の画面が
表示されます。）

1 %S「設定」S%

Sf「本体・メモリカード」
S「セキュリティ設定」S%

電源On時に認証する
電源On時にPINコードを入力しないと、
本
機を使用できないようにします。
（PIN認証）

1 セキュリティ設定画面で

「PIN認証」S%
S「On／Off設定」S%

2「On」S%

SPINコード入力S%

安心遠隔ロックについて
セキュリティ設定画面

2「キー操作ロック」S%
3 設定項目選択S%
キー操作ロックを一時的に解除するとき
キー操作ロック中に操作用暗証番号入力
S%
キー操作ロック設定中の操作について
. 電源を入れる／切る、電話を受ける、応
答保留、通話を終了するなどの操作は行
えます。

本機を紛失したときなど、パソコンや他の
携帯電話からの遠隔操作で本機を操作でき
ないようにします。ロック中は、電源を入
れる以外の操作ができなくなり、自動的に
ICカードロックが設定されます。
.「安心遠隔ロック」について詳しくは、
「ソフト
バンクモバイルホームページ」
（AP.17-24）
を参照するか、
「お問い合わせ先」
（AP.1743）までご連絡ください。
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使いこなしチェック !

A ●PIN認証コードを変更したい●安心遠隔ロック時のメッセージを設定したい（AP.13-6）
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使用禁止／制限

本機の情報を守る

4 AS操作用暗証番号入力

各機能の使用を禁止する
他人が次の各機能を使用できないようにし
ます。
電話帳

メール

カレンダー／予定リスト

メモ帳

Yahoo!ケータイ

1 %S「設定」S%

Sf「本体・メモリカード」
S「セキュリティ設定」S%

使用禁止を一時解除するとき
. 各機能を使用するときに操作用暗証番号を
入力し、%を押します。

履歴の使用を禁止する
他人が通話履歴やメール送受信履歴を使用
できないようにします。

1 セキュリティ設定画面で
「履歴使用禁止」S%

2 履歴の種類選択S%（ ）
3 AS操作用暗証番号入力
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S%

13
セキュリティ設定画面

2「機能別ロック」S%
3 機能選択S%（ ）

電話帳を選んだときは、このあと「デー
タ参照しない」または「データ参照す
る」を選び、%を押します。（「データ
参照しない」を選ぶと、電話帳に登録
されている相手の名前が、メールや発
着信履歴などで表示されなくなります。）
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S%

履歴使用禁止を一時解除するとき
. 履歴を使用するときに操作用暗証番号を
入力し、%を押します。

シークレットデータを表示する
電話帳やカレンダー／予定リストなどの
シークレットデータを表示します。

1 セキュリティ設定画面で

「シークレットモード」S%

2「表示する」S%

S操作用暗証番号入力S%

モーションコントロールで一時解除する
待受画面で次の操作を行うと、シークレッ
トデータを一時的に表示できます。

1 操作用暗証番号入力

S本機を左または右に振る
S%
. 一時的に「表示する」に設定されま
す。待受画面でクローズポジションに
したり、画面が自動消灯したりすると
「表示しない」に戻ります。

ケータイ機能制御

遠隔操作で機能の利用を規制する
管理者の遠隔操作で、次の機能の利用を規
制することができます。
カメラ

ファイル添付

赤外線通信

Wi-Fi

Bluetooth

Yahoo!ケータイ

メモリカード

PCサイトブラウザ

USB

IPサービス

デジタルTV

S!アプリ

メール

おサイフケータイ

音声発信

PCメール

TVコール発信

Flash®

USIMへの書込み

モバイルウィジェット

S!メール

■規制中の機能を利用しようとすると
次のような画面が表示され、その機能は利
用できません。

利用規制の状況を確認する

1 %S「設定」S%

Sf「本体・メモリカード」
S「セキュリティ設定」S%

2「ケータイ機能制御」S%

. 上のような画面が、表示されない機能も一
部あります。

. 機能別に利用規制の状況が表示され
ます。

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

13

. 遠隔操作が行われているときは、メッセー
ジが表示されます。
. 本機能は、ご契約の内容によっては、ご利
用いただけません。詳しくは、最寄りの「ソ
フトバンクショップ」または「お問い合わ
せ先」（AP.17-43）までご連絡ください。
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便利な機能
PIN認証
PIN認証コードを変更 %S「設定」S%Sf「本体・メモリカード」
したい
S「セキュリティ設定」S%S「PIN認証」S%
［PIN変更］ S「PIN変更」S%S現在のPINコード入力S%
S新しい PIN コード入力 S%S再度新しい PIN
コード入力S%
. PIN認証が「On」のときに変更できます。

安心遠隔ロック
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安心遠隔ロック時の /%S「設定」S%Sf「本体・メモ
メッセージを設定した リカード」S「セキュリティ設定」S%S「ロッ
い
クメッセージ設定」S%S下記の操作
［ロックメッセージ設定］
ロックメッセージを登録する
「メッセージ」S%Sメッセージ入力S%S「は
い」S%
ロックメッセージを確認する
「ロックメッセージ確認」S%
ロックメッセージを表示しない
「表示設定」S%S「表示しない」S%

